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１ 平成 22年度 事業報告 

 

(1) 学術講演会 

主催: 2回，共催: 13回(開催順は事務局受付順) 

 

日本音響学会東北支部主催分： 

第 1063回学術講演会 

日時: 平成 22年 4月 21日(水) 14:40～16:10 

場所: 東北大学工学部電子情報システム・応物系 101大講義室 



講師: 佐藤宗純氏(秋田県立大学 教授) 

演題: 「音響における単位の話」 

来聴者数: 250名 

 

第 1068回学術講演会 

日時: 平成 22年 7月 9日(金) 10:30～16:15 

場所: 東北大学電気通信研究所 4階 大会議室 

講師: Koeng-Mo Sung 氏(Seoul National University 教授) 

演題: "Sound Quality Assessment of Earphone ? A Subjective Assessment Procedure and 

an Objective Prediction Model" 

来聴者：20名 

 

 

(2) 電気関係学会東北支部連合大会 

期日: 平成 22年 8月 26日(木)・27日(金) 

場所: 八戸工業大学工学部キャンパス(八戸市大字妙字大開 88-1) 

発表講演件数: 330件 

セッション数: 50セッション 

参加者: 572名(延べ人数) 

広告掲載企業: 64社 

賛助企業: 9社 

製品カタログ展示企業数: 9社 

 

特別講演会 

日時: 平成 22年 8月 26日(木)15:30～17:00 

場所: 八戸工業大学 本館 2階 AVホール 

演題: 「国宝『合掌土偶』と漆文化について」 

講師: 栗村知弘氏(八戸縄文保存協会 会長) 

来聴者: 約 100名 

 

 

(3) 研究会(のべ 8日) 

音声研究会 

開催日: 2010年 7月 22日～24日 

会 場: 秋保温泉緑水亭 

 



電気音響・聴覚研究会 

開催日: 2010年 8月 9日～10日 

会 場: 東北大学電気通信研究所 

 

超音波研究会 

開催日: 2010年 9月 29日～30日 

会 場: 東北大学工学部 

 

アコースティックイメージング研究会 

開催日：2010年 12月 10日 

会 場: 東北大学工学部 

 

 

(4) 専門講習会(電子情報通信学会と共同主催) 

日 時: 平成 22年 8月 19日(木)10:00～17:00 

会 場: 山形大学工学部 中示範 C教室 

講 師: 井坂 秀治氏(山形大学 助教) 

    小林 洋介氏(山形大学 博士後期課程) 

    安田 彰氏 (法政大学 教授) 

    中川 誠司氏(産業技術総合研究所 主任研究員) 

    鎌倉 友男氏(電気通信大学 教授) 

    小松崎俊彦氏(金沢大学 准教授) 

テーマ: 「新しい音響出力装置とその応用」 

来聴者数: 46名 

 

 

(5) 東北地区若手研究者研究発表会(共催) 

平成 23年東北地区若手研究者研究発表会「音・光・電波・エネルギー・システムとその応

用」 

日時: 平成 23年 3月 12日(土)13:00～17:30 

会場: 仙台高等専門学校 広瀬キャンパス 

主催: 東北地区若手研究者研究発表会「音・光・電波・エネルギー・システムとその応用」 

共催: 日本音響学会東北支部，電気学会東北支部，電子情報通信学会東北支部， 

   照明学会東北支部，映像情報メディア学会東北支部，応用物理学会東北支部， 

   レーザー学会東北・北海道支部，テクノフロンティアの会，財団法人宮城産業振興

機構， 



   財団法人みやぎ工業会，カーエレクトロニクス研究会 

 

 

(6) 支部役員会 

日時: 平成 23年 2月 10日(木)17:00～19:00 

場所: 東北大学大学院工学研究科 電子情報システム・応物系 1号館 452号室 

 

 

(7) 支部総会 

日時: 平成 22年 4月 21日(水)13:30～14:30 

場所: 東北大学大学院工学研究科 電子情報システム・応物系 1号館 451・453号室 

 

 

(8) 若手研究者優秀論文賞受賞者について 

本年度開催の電気関係学会支部連合大会において、「『優秀論文賞』の募集について」に示

す要領で若手研究者優秀論文賞受賞者の候補者を募り，7 名の応募があった(音声・音響分

野 4，超音波 3)．6 名の評定委員により，以下の評定項目を評定基準に従い評価していた

だき，その平均点により各分野で 1名の候補者を選出した． 

○評定基準 

 5点: 特に優れている 

 4点: 優れている 

 3点: 普通 

 2点: やや劣っている 

 1点: 劣っている 

○評定項目 

 新規性: 論文に記載されている内容が新規か 

 信頼性: 論文に記載されている内容，データが実験方法や分析手法を含め十分信頼できる

ものか 

 明瞭性: 論文の文章が全体的に簡潔明瞭で，誤字・脱字，誤用などがないか？ 

 構 成: 全体の構成，流れが適切で分かりやすいか？ 

 図 表: 見やすいか，また分かりやすい、あるいは主張を伝える工夫がなされているか？ 

○受賞者 

 音声・音響分野  神田 敬幸(東北大学) 

 超音波分野    福島 拓 (東北大学) 

この 2名に対し，表彰状と副賞 1万円が授与された． 

 



なお，3月 12日開催(震災により予稿のみによる発表)の平成 23年東北地区若手研究者研究

発表会でも 1名の表彰を予定している(表彰時期は未定)． 

 

 

５ 平成 23年度 事業計画(案) 

 

(1) 学術講演会: 主催 2回(共催も含めて 20回程度) 

第????回学術講演会 

日時: 未定 

場所: 未定 

講師: 畑岡 信夫氏(東北工業大学 教授)  

演題: 「新しい時代の新しいサービスのコンセプト -音声翻訳と組込み音声認識システム-」 

 

 

(2) 電気関係学会支部連合大会 

会場: 東北学院大学 

期日: 平成 23年 8月 25日(木)・26日(金) 

 

 

(3) 研究会 合計 12日程度 

現在判明している支部内開催予定： 

応用音響・聴覚研究会 平成 23年 8月 9日(火)・10日(水) 

超音波研究会 平成 23年 9月 26日(月)・27日(火) 

アコースティックイメージング研究会 平成 23年 12月 9日(金) 

音声研究会 平成 24年 2月 9日(木)・10日(金) 東北大学 

 

 

(4) 役員選挙: ハガキ発送…平成 24年 3月下旬予定，返送締切…平成 24年 4月初旬 

 

 

(5) 支部総会 

日時: 平成 23年 4月下旬 

会場: 震災により特例としてメールで実施 

 

 

(6) 若手研究者研究発表会 



日時: 未定 

会場: 仙台高専広瀬キャンパス 

 

 

(7) 支部役員会 

日時: 平成 24年 2月 

会場: 東北大学内(予定） 

 

 

(8) 日本音響学会東北支部優秀論文表彰 

支部連合大会 2件，若手研究者研究発表会 1件程度 

 

 

○ 平成 23年度役員及び幹事(☆は 23年度で任期満了の委員) 

支部長   佐藤 宗純 (秋田県立大学) 

評議員  ☆明石 尚之 (一関高専) 

     ☆梅村晋一郎 (東北大学) 

      牧野 正三 (東北文化学園大学) 

     ☆塩谷 達  (NHK) 

      伊勢 友彦 (アルパイン) 

     ☆畑岡 信夫 (東北工業大学) 

      広瀬 精二 (山形大学) 

     ☆黄  捷  (会津大学) 

     ☆星宮 務  (東北学院大学) 

      本郷 哲  (仙台高等専門学校) 

      工藤すばる (石巻専修大学) 

      安倍 正人 (岩手大学) 

会計監査 ☆岩谷 幸雄 (東北大学) 

      近藤 和弘 (山形大学) 

庶務幹事 ☆長谷川英之 (東北大学) 

      伊藤 慶明 (岩手県立大学) 

会計幹事 ☆坂本 修一 (東北大学) 

      矢入 聡  (仙台高等専門学校) 


